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第８期 事業報告書（案） 

特定非営利活動法人 かしわらイイネット 

 

Ⅰ 事業期間 

平成 30 年 9 月 1 日～令和 元 年 8 月 31 日 

 

Ⅱ 事業の成果 

〔地域情報化を目的とした事業・体感する情報発信・あらためて会員制度を構築〕 

８期の新規事業としては、「知る」「ささえる」「まなぶ」をテーマとする新たな展開を検

討し、実施へと結びつけた。ここではその新規事業を列記する。 

 

 地域情報化としてのサポートにおいては、2020 年度から始まる小学校でのプログラミン

グ教育へ向けた取り組みとして、保護者対象の座談会、教員研修のコーディネートを実施。

保護者の意識向上と、教員への知識提供、ヒアリングも行った。 

 

従来の情報発信形式とは異なる体感する発信としては、団体賛助会員のニーズによる料

理教室（岡村製油株式会社コットンキッチン）を開催し、今後の団体賛助会員とのかかわ

りを充実させる取り組みを先がけて実施。 

 

この企画をきっかけに、自団体の地域貢献、イベントに参加しやすい個人会員制度や、

団体賛助会員へのサービス提供の内容、組織体制（運営）のあり方を議論する時間を重ね

ることとなった。 

 

議論の結果、個人会員の会費見直しと、団体会員へのサービス提供について具体的な内

容を構築（別紙）し、次期９期からはこれらに基づき、充実したネットワークづくりをは

かり、その上に立った事業計画を立てる。 

 

また、柏原市内にある製紙会社（再生紙製作）を訪問。デザインやリサイクルに関心の

ある人たちに、地元産業を認識してもらい、自団体としても今後のデザインについての意

識向上を目的とした工場見学を初めて実施した。これについては次回開催を望む声も出て

いる。 

 

さらに、先述した料理教室の延長として、地産地消、夏休みの自由研究をテーマとし、

明日を担う子どもたちへも学ぶ機会を提供した。 
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１）地域情報発信事業 

【団体会員のニーズを踏まえた料理教室で情報発信】新規 

 

岡村製油株式会社（団体賛助会員）におけるコットンキッチンは、同社の直売所＋カフ

ェの有効活用と、同社製品の認知度を上げることを目的としたもので、平成 31年 3月から

毎月第３水曜に実施した。この８期内では６回。 

 

柏原市在住の野菜ソムリエ真野氏を講師とし、室内

の空間を考慮した定員（８名）と設定。 

 

第１回目においてタイムスケジュールや事前準備

の課題が出たため、事務局スタッフのサポートを配置

し、実施の充実を現在もめざしている。講師の人柄に

親近感を持つ参加者もあり、「気軽に参加できる雰囲

気がいい」との声もあがっている。（アンケートより） 

 

経費については、岡村製油株式会社からの協賛をい

ただき、支出の内訳は講師謝金・材料費・保険代であ

る。 

 

その一方、平日開催とあって申込者が定員に満たない日もあり、SNS で広告も打ちながら

の開催を行っているが、認知度をあげるための課題も抱えている。（※この事業での打ち合

わせで参加を促す目的から、個人賛助会員の会費見直しの議論が始まった） 

 

８期内（計６回の収支） 

     収入 112,500 円 

     支出  88,519 円 

（収入－支出）  23,981 円 

 

※１回あたり平均    3,996 円 

 

地域情報発信における収益は、これまでは単発の社会見学や工場見学によるものが多く、

昨年は 32,000 円であったが、コットンキッチン開催により今期は 144,100 円と増となった。 

他の手法も検討の余地があるものの、このような企画を他でも適用することで、今後の

新たな展開が見込まれると考える。 
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【Web サイトの再構築】 

● Web サイトについて 

昨年 6 月に Web サイト（ホームページ）のサーバ障害が発生、一時休止せざるを得なく

なったことから、平成 30年 10 月初旬から大村が単独でリニューアル作業を行う。 

SSL（インターネット上でデータを暗号化して送受信する仕組み）については担当理事の

アドバイスもいただき、セキュリティ面の強化も実施。その上で平成 30年 11 月 11 日より

Wordpress による自団体サイトを再構築した。 

 

 

 ▲かしわらイイネット WEB サイト（https://kashiwara-e.net） 

 

 

しかしながら、約７年分にわたる過去記事がテキストのみの保存しかできなかったため、

現在の発信を進めつつ、今でも通用する記事については、残存する画像と照合しながらの

復旧作業を今も実施している。また、より興味を抱いて閲覧してもらうためにカテゴリや

記事の内容を今後見直していく。 

 

 

２）地域情報化促進・啓発事業  

 

先述したように、2020 年度から小学校にて始まるプログラミング教育への取り組みとし

て、保護者対象の座談会、教員研修のコーディネートを実施。保護者の意識向上と、教員

への知識提供、ヒアリングも行った。 

 

保護者対象の座談会については、子ども向けプログラミングにおいて、奈良を中心に各

地で取り組みを進めている若林健一氏を招き、柏原市市民プラザ会議室にて開催（平成 30
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年 10月 8日）。講演とともに子ども向けにワークショップも行った。 

 

内容は、2020 年度以降考えられるプログ

ラミング教育について保護者への啓発、

Scratch などのプログラミングツールを親子

で体験する企画を実施した。 

 

参加費に対し賃借料と講師謝金が多く赤

字であったが、理事全員によるサポートもあ

り、組織的には意義のある企画であった。 

 

 

さらに、畿央大学西端教授や他市ですでに実践する教員を招き、教員研修をコーディネ

ート。 

 

  平成 31 年 1 月 18 日（金） 堅下小学校 

  平成 31 年 1 月 28 日（月） 柏原東小学校 

  令和元 年 8月 27 日（火） 柏原東小学校（教員全体研修） 

 

※座談会含め、理事黒崎が中心となりコーディネート。 

 

 

【柏原ぶどう直売所マップを紙媒体で】 

 昨年夏から取りかかっていた「柏原ぶどう直売所マッ

プ」を紙媒体で制作。昨年の台風の 21 号や地震の影響

により作業依頼が止まっていたが、令和元年６月に発行

することとなった。   

 

 

 

すぐに手渡しでき、携帯しやすい六ツ折形式を提案。

取材の大半とディレクションを大村が実施し、リバース

デザイン株式会社（代表・理事大川）にグラフィックや

レイアウト、折り方の工夫を依頼した。今後も追加修正

の依頼があれば、継続してアップデートしていく。 
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【商店街新聞 発行をサポート】 

 オガタ通り商店街における「子どもの居場所づくり」をめざして活動する「コミュニテ

ィスペース PECO」と商店街役員とのコミュニケーション不足の解消のために実施した（か

しわらオガタ通り商店街協同組合）の「町の駅 笑顔ふれあいプロジェクト」を今期後半よ

り再開。次期９期へ向けて、令和元年 8月下旬より店舗まわりを再開した。（これについて

は９期の事業となる）担当は大村。 

 

商店街新聞においては、店主にスポットを当てた新たな魅力発掘、動線づくりを考慮し

た地図を検討している。 

 

 

 

【その他】 

今期も、その他の地域情報化促進・啓発事業とし

ては、柏原市障害者自立支援協議会、イエロー・ラ

イン・プロジェクト、青谷ゴルフガーデンなどの Web 

サイト・SNS サポート、柏原市農業推進啓発協議会

のぶどう・みかんメニュー開発に関するフライヤー

作成（リバースデザイン協力）、ぶどう園のフライヤ

ー作成などを実施。 

 

その他、行政や他団体からの SNS 講習会の支援、

個人からの SNS の使い方に関する無料サポートや講

演なども随時行った。 

ぶどう直売所マップ含め、すべての地域情報化促

進・啓発事業収益は、739,141 円 （前期は 387,668 

円） 

 

 

３）その他の事業 

 今期は他事業での収益増を重視していたこともあり、今期における販売はなし。今後は

ともに販売できる団体会員や制作に携わるデザイナーとの連携も視野に入れ、独自の販売

についてのあり方を再検討し、NPO 活動資金づくりを行なう必要がある。 
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Ⅲ 事業の実施状況 

１ 特定非営利活動に係る事業 

（１）（事業名） 地域情報発信活動事業 

（内 容） 「かしわらイイネット」サイト・SNS を軸とする情報発信活動 

 

① 閲覧やフォロワー数について 

● 「かしわらイイネット」Web サイト再開後のユニークユーザー数 1 日あたり平均 181。

昨年は 138。 

 

● Facebook ページ全体の「いいね」数（自らのニュースフィードに掲載されている人） 

2018 年 8月 31 日   1,192 →  2019 年 8月 31 日  1,254 

 

● Twitter フォロワー数   

2018 年 8月 31 日   1,901 →    2019 年 8 月 31 日  2,069  

 

● Instagram（インスタグラム）  

2018 年 8 月 31 日  572   →    2019 年 8 月 31 日  887 
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② 柏原市内における地域活動など取材 

（実施場所） 柏原市内各所 

（実施日時） 随時 

（事業の対象者） 柏原市の各団体・事業者・個人へ取材。 内容はサイトや Facebook にて

公開 

文末の★は特集記事、●は団体賛助会員関連、■は寄稿 

※日付は掲載日のため、取材日と誤差あり。 

 

 

平成３０年 

９月 ３日  共同管理園で実ったぶどうのお披露目会 

９月 ３日   「Gallery963」で天然のぶどうフラッペ 

９月 ５日    台風２１号大阪を直撃 

９月 ７日    サンヒル柏原でイーゼル藝術工房ライブ（柏原市商工会） 

９月 １１日  イエロー・ライン・プロジェクト「河内かしわらわたの日」● 

９月 １５日  かしわらスターナイトシアター 

９月 １７日  カタシモワイナリー見学会同行取材 ● 

９月 ２０日 御菓子処有明 ぶどう大福 

９月 ２１日 岡村製油株式会社感謝セール ● 

９月 ２１日  ファイト!!マルシェ＆カフェ 柏原ぶどうジャム発売 ● 

９月 ２３日 国分本町の地蔵盆 ■ 

９月 ２６日 ビューティフェスにて「ママスクエア」担当者と面会 

 

 

１０月 ７日   古民家再生と地域の活性化を考える 

１０月 ８日   プログラミング教育座談会（かしわらイイネット主催） ★ 

１０月１７日  柏原サイクリングツアー参加 

１０月１９日  イイネット理事会報告（Facebook にて） 

１０月２０日  おいな～れ国分祭り 

１０月２７日  としょかんマルシェ 

 

 

１１月 ３日  大阪教育大学の神霜祭（山のうえハンカチラボ） 

１１月 ３日 大阪教育大学の神霜祭（micro:bit でのプログラミング体験） 

１１月 ４日  柏原市民総合フェスティバル 
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１１月１１日 WEB サイトリニューアル 

 

１１月１１日 をかしわらマルシェ 

１１月１２日 「彩りアトリエ」の絵画展で見つけた光景 

１１月１５日  柏原はしご酒（酒膳えん・創作料理膳所） 

１１月１６日  吉村長策氏パネル展 

１１月１７日 太子町太子中学で「スマホ時代の子どもたちに大人ができること」視察 

１１月１８日  カタシモワイン祭り● 

１１月１８日  近鉄ハイキング 

１１月１８日  三市合同防災フェア 

１１月１８日  ふれあい広場 

１１月１８日  リビエールわくわくフェスタ 

１１月２３日 岡村製油株式会社 感謝セール● 

１１月２３日 柏原市制 60 周年・近鉄道明寺線 120 周年記念事業 

１１月２３日 ジョイフル国分 秋のふれあい祭り 

１１月２６日 たわわな頃の日曜日 

１１月２８日 今夜はイイネット 拡大版（総会） 

 

 

１２月 ４日 三毛猫の「柏原ぶらり旅」２ ■ 

１２月 ６日 うまいもん南部屋 

１２月 ７日 オガタ通り商店街「手づくりイベント＋ワークショップ」 

１２月 ９日 ファイト!!マルシェ＆カフェ「ココナッツオイルで生チョコづくり」● 

１２月１２日 をかしわらマルシェ 

１２月１６日 とくとくトラック市 

１２月１６日 柏原ワインフェスタ（第九コンサート） 

１２月１７日 「健康食レシピコンテスト」（関西福祉科学大学） 

１２月１７日 ＪＡ大阪中河内畑のつづき 

１２月２３日 オガタ通り商店街で抽選会 

１２月２４日 玉手山学園のウインターイルミネーション 

１２月２６日 柏原市制６０周年 写真展（リビエールホール） 

１２月３１日 うどん山川国分店（年越しそば）● 

１２月３１日 年末年始の開店日情報 
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平成３１年 

１月 ３日  鐸比古鐸比賣神社 

１月 ５日  ラジコン飛行機サークル見学 

１月 ６日  柏原えびす 

１月 ８日  MAKI 工房（みかんメニュー） 

１月 ９日 藍染めを楽しむ（河内かしわらわたの日）● 

１月１２日  オガタ通り商店街で新春の餅つき大会 ● 

１月１３日  をかしわらマルシェ 

１月１３日  プログラミング教育座談会 

 １月１５日 いちごの日に「苺の食べくらべを」 

 １月１８日 堅下小学校教員研修 ★ 

 １月１９日 木の雰囲気を感じるキッチンモトクラシにて 

１月２０日 キッチンモトクラシ（ランチ） 

１月２８日 柏原小学校教員研修 ★ 

 

 

 ２月 １日 喫茶ベリー（タピオカミルクティー） 

 ２月 ２日 節分（平野地区） 

 ２月 ３日 柏原市民新喜劇 

 ２月 ５日 炭火焼肉えん 

 ２月 ７日 しんと鍼灸整骨院 

 ２月１０日  をかしわらマルシェ 

 ２月１０日 柏原駅通路の現代版浮世絵 

 ２月１０日 絵本作家「岡田よしたか」講演会 ■（写真提供） 

２月１０日 ドキドキわくわくこどもガーデン 

２月１０日 をかしわらマルシェ 

 ２月１１日 柏原シクロクロス 

２月１１日 「健康食レシピコンテスト」表彰式（関西福祉科学大学） 

２月１２日 菜の花オイル・ワークショップ（イエロー・ライン・プロジェクト）★■ 

２月１５日 学生の視点で柏原の街を眺めると？（おいな～れ柏原 阪南大学） 

２月１６日 お芋ぜんざい(壺焼き芋あまか) 

２月１７日 柏原シティキャンパスマラソン ■ 

２月１９日 柏原の活性化を考える（柏原青年会議所パネルディスカッション）大村 

２月２３日 ちょっと昔の道具たち – 伝える -」（柏原市立歴史資料館） 

２月２３日 かしわらボランティア養成講座（サイクリングツアーガイド） 
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３月 ３日 大和川・石川クリーン作戦 

 ３月 ９日 岡村製油株式会社感謝セール ● 

 ３月 ９日 柏原青年会議所「Kashiwara お仕事体験フェア」 

 ３月１３日 「第６回わたの日展」（イエロー・ライン・プロジェクト）● 

 ３月１４日 をかしわらマルシェ 

 ３月１６日 難古紙処理からパッケージまでの工程を見学（大和板紙株式会社）★ 

  ３月１７日 恩智川クリーンアップ 

 ３月１８日 柏原市ＳＮＳ講習会 

 ３月２０日 コットンキッチン ● ★ 

 ３月２３日 柏原市ＳＮＳ講習会 

 ３月２４日 べんがら染めワークショップ ■ 

 ３月２６日 GALLERY963 閉店前の訪問 

 ３月２７日 大阪で桜の開花宣言 

 

 

 ４月 ６日 玉手山学園 桜のライトアップ 

 ４月 ６日 さくらまつり ■ 

 ４月１１日 太平寺の山行き 

 ４月１４日 をかしわらマルシェ 

 ４月１４日 プログラミング座談会 

 ４月１５日 タピオカミルクティー（喫茶ベリー） ■ 

 ４月１７日 コットンキッチン ● ★ 

 ４月２１日 「おおさかワインフェス 2019 in 柏原」 

 ４月２５日 カタシモワイナリーズ ミュージアム＆カフェバー ★ 

 ４月２６日 二種類のタピオカドリンクが愉しめる「cafe riso」 ■ 

 

 

令和元年 

 ５月 １日 令和うどん（うどん山川）● 

 ５月 １日 春日神社の藤棚 

 ５月 ２日 tant-tant タントこどもまつり 

 ５月 ２日 東洋フレーム株式会社フリーマーケット 

 ５月 ５日 ぶどうの搾りかすを使ったクラフトビール（カタシモワイナリー） ★ 

 ５月 ５日 ぶどう畑で農家さんから聴き取りを（デラウェアのジベレリン処理） 

 ５月 ６日 大正東のだんじり、入魂式とお披露目 

 ５月 ６日 アリオ八尾で柏原のＰＲ（手作りマルシェにて） 
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 ５月１０日 魚 food UROKO の「中トロ本マグロ」でコスパの高い定食 

 ５月１２日 今町でだんじりの復元修復完成記念のお披露目 ■ 

 ５月１２日 をかしわらマルシェ 

 ５月１２日 ＪＲ関西本線（JR難波～柏原開通 130 周年） 

 ５月１５日 コットンキッチン ● ★ 

 ５月１９日 「わんぱく相撲柏原場所」■ 

 ５月１９日 JTEKT ファミリーフェスティバル 

 ５月２５日 スポーツチャンバラ、アゼリア柏原での稽古を見学 

 ５月２５日 アゼリア南側の塗装店がリノベーション、飲めるお店に（きたうら） 

 ５月２６日 「堅下北スポーツ広場」を見学 

 ５月２６日 ミュージカル『憂国のモリアーティ』に全国から柏原市へ 

 ５月３０日 国分西のやきやき亭で昔話を聴きながら「ミックス焼き」 

 ５月３０日 奈良の箸墓古墳などに柏原市芝山産の石 ～柏原石おこし３～ 

 

 

 ６月 １日 第三回「柏原○○祭り」 

 ６月１５日 岡村製油株式会社感謝セール ● 

 ６月１５日 『Marché de omonogi（マルシェ・ド・おものぎ）』● 

 ６月１７日 コットンキッチン ● ★ 

 ６月１８日 現代では不思議な石が、玉手山には隠れている？ ～柏原石おこし（４） 

 ６月２１日 理事会のなかで「デラウェア」 

 ６月２４日 焼きたてパン SVAHA（スワーハ）の肉厚たっぷりなハンバーガー 

 ６月２９日 彩アトリエがリニューアルし、展示会を開催 

 ６月３０日 G20 大阪サミットの夕食会などでカタシモワイナリーのワインが採用 

 

 

 ７月 ５日 河内国分駅の西側に、新たなイタリアン Pesca（ペスカ）■ 

 ７月 ５日 ぶどう品評会で、房の形や色・糖度などを審査（柏原市ぶどう品評会） 

７月 ７日 七夕の夜に願いを込めて。「をかしわらマルシェ」 

 ７月１１日 コットンキッチン ● ★ 

 ７月１４日 柏原市青少年吹奏楽音楽祭 

 ７月１４日 柏原のだんじり・夏祭り（柏原駅前・太平寺・安堂・高井田など） 

 ７月２５日 柏原産のぶどうから生まれた初の「ぶどうジェラート」 

７月２６日 柏原ぶどうのアチャール夏野菜サブジのせ鶏キーマ（カレー） 

７月２６日 e-BIKE で柏原市の高低差と観光資源をまわるサイクリングツアー 

 ７月２８日 いたに萬幸堂「夏の感謝市」● 
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 ８月 １日 「青い谷のきらきらフェスタ」● 

８月 ３日 「私の愛する八尾・河内展」（Y･L･P 茶吉庵）● 

８月 ５日 関西福祉科学大学外部評価委員会＋調理実習室を見学 

８月 ６日 コットンキッチン材料調達にぶどう直売所めぐり 

 ８月 ７日 綿の不思議を学んで、自分だけのピザを焼こう！（コットンキッチン）● ★ 

 ８月 ９日 国分ふれあい祭り 

８月１０日 「瓦師 松井四郎兵衛絵画展」 

８月１０日 御菓子処有明 柏原ツイン大福 

８月１０日 「月をはさんだ土星と木星」（大阪教育大学星空観察講座） 

８月１３日 アンジュブラン 柏原ぶどうゼリー 

８月１７日 「夏休みの自由研究として、楽しくかがくを学んでみた」 

８月１７日 こどもたちが描いたごみ袋で町をきれいに（CO-BUKURO） 

８月２５日 オガタ通り商店街を学生と取材 ● 

８月２７日 柏原市教員研修をサポート ★ 

８月２８日 柏原ライオンズクラブにて講演（大村）★ 

８月３０日 momovege 桃サンド 

８月３１日 つながる音楽祭 
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Ⅳ 理事会その他の役員会の開催状況 

 

第１回理事会  ９月２１日（金） ふれあい館オガタ 

（議題）  

・「2020 年プログラミング教育必修化ってどうなるの？」（プログラミング座談会） 

・総会日程 

 

 

第２回理事会  １０月８日（金） 柏原市立市民プラザ会議室 

（議題） 

・プログラミング座談会において、当日の確認 

 

 

第３回理事会  １１月１６日（金） ふれあい館オガタ 

（議題）  

・通常総会について 

・スタッフ制度について 

・日当について 

 

 

第４回理事会  １２月１４日（金） ふれあい館オガタ 

（議題） 

・１月のプログラミング事業（教員研修）について 

・今後のミニ企画・見学・イベント決定のあり方について 

・通常総会について 

 

 

第５回理事会  １月１８日（金） ふれあい館オガタ 

（議題）  

・堅下小学校におけるプログラミング事業（教員研修）について確認 

・他団体のイベント実行委員会の参加について商店街における取り組みについて 

 

 

第６回理事会  ２月１５日（金） ふれあい館オガタ 

（議題） 

・コットンキッチン 
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・大和板紙工場見学 

・その他（今後の企画のあり方、サイトコンテンツ、イイネット全般の取り組み状況につ

いて） 

 

 

第７回理事会  ３月１１日（金） ふれあい館オガタ 

（議題） 

・夏の研修含め、今後のプログラミング教育へのかかわり方について 

・理事会・事務局機能のあり方について 

 

 

第８回理事会  ４月１９日（金） ふれあい館オガタ 

（議題） 

・夏の研修含め、今後のプログラミング教育へのかかわり方について 

・会員制度・寄付のあり方・案内について 

・柏原市出身海外在住の方からウェブサイト作成について 

・他団体からのイベント参加要請について 

 

 

第９回理事会  ５月１５日（金） ふれあい館オガタ 

（議題） 

・個人賛助会員の会費について 

・他団体からの事業参加依頼、イベント参加など各種依頼について（４件あり） 

・夏の教員研修について 

・今後の企画・交流会・見学など 

 

 

第 10 回理事会  ６月２１日（金） ふれあい館オガタ 

（議題） 

・会員の会費および対会員用事業について 

・8/27 の教員研修について 

・複数拠点を設けての企画を実施について。（ワイン会、交流会など） 

・他団体における事業参加について 
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第 11回理事会  ７月１９日（金） ふれあい館オガタ 

（議題） 

・会員特典について 

・夏のコットンキッチンについて 

・ワインイベントについて 

・他団体からの見積もり依頼について 

 

 

第 12 回理事会  ８月９日（金） ふれあい館オガタ 

（議題） 

・8/27 の教員研修について 

・会員制度について 

・今後のめざす目的、組織のあり方について 

・ワインイベントについて 

 

 

 

（８期の運営状況・新たな会員制度について） 

組織運営の状況は、令和元 年 8 月 31 日時点において、個人正会員 11 名、団体賛助会

員 13 団体。 

 

なお、上記内容にあるように、今期の理事会においては、新たな会員制度のあり方、イ

イネットがこれからめざす方針についての議論に多くの時間を費やした。 

 

年会費については、個人会員は、イイネットへのコミットメントの高さを持つ正会員を

4,000 円 → 5,000 円、賛助会員には参加しやすさ、手軽なご支援を考え、3,000 円 → 2,000

円に。 

 

また、団体会員は３口を基本に、会員に対してイイネットがサポートできる内容を熟考

し、その内容を具体化。これらの内容を踏まえ、９期以降の事業展開においてのネットワ

ークをしっかり形成する。詳細は別紙にて掲載。 


